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　第２期中期計画期間（H28.4.1～H31.3.31）の初年度で
ある平成28年度は、Ｃ型肝炎にかかる高額薬品の処方が
減少した影響により医業収益は前年度を下回ったものの、
地域包括ケア病棟の活用が、７：１一般急性期病棟の看護
必要度の確保と平均在院日数の短縮、入院診療単価の上
昇に寄与し、Ｃ型肝炎関連を除く医業収益としては前年度
の水準を維持しました。
　診療科の体制においては、平成29年１月に耳鼻咽喉科
の常勤医が着任し、入院や手術を含めた従前の診療体制
を再開しました。
　また、同月から内科に包含されていた血液内科、腎臓内
科、糖尿病内科を独立させ、専門診療科として体制を再編
するとともに、内科系診療の核となる総合内科を診療科と
して新設しました。

　管理部門についても、新たな人事評価制度並びに給与
制度がスタートしたほか、ベンチマークの有効活用やロー
コストオペレーションの実施、エネルギー自動管理システ
ムの導入など経費の節減を中心とした構造改革を推進しま
した。
　こうした取り組みの結果として、診療面は、病床稼働は
年間を通じて安定して推移し、経営面では、経常利益は２
年連続で黒字を確保し、キャッシュ（資金）についても年度
当初残高を上回ることができました。
　今年度もさらなる医療の質と患者サービスの向上、そし
て安定した経営基盤の確立に努めますので、変わらぬお力
添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

平成28年度病院事業の実績について

　６月29日（木）午後６時より、ホテルキャッスルプラザにて第６回地域医療連携フォー
ラムを開催しました。当日は、地域医療機関の先生方をはじめ180名を超える多数のご
参加をいただきました。
　藤本理事長による挨拶の後、まずは外科の小泉医長より当院における最新の胃癌・大
腸癌に対する腹腔鏡手術の現状と症例数の増加を報告しました。さらに本年４月より導
入され、多くの症例で実施されている腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術や小さい１つの創
で手術を行う単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を手術動画を供覧しながら解説しました。また、
今年１月より常勤医体制を再開した耳鼻咽喉科からは長谷川副部長より耳鼻領域におけ

る手術を中心に、腎臓内科からは丹田副部長よりIgA腎症治療について、心療内科からは
忠井部長より認知症診断と治療について、それぞれ当院の診療の特色を紹介させていただ
きました。また、医療介護連携課からは地域医療の充実を目指した取り組みとしてケアマ
ネージャー向けの研修会の活動実績等も発表しました。
　今回のフォーラムを通じて域医療機関の先生方へ当院で行う医療を紹介し、情報交換を
密に行うなど、顔の見える交流を図ることができたと思います。厚くお礼申し上げますと
ともに、今後も変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。

第６回明石市立市民病院地域医療連携フォーラムを開催しました

登録医に登録されました！
こじま肛門外科（明石市本町） さかねクリニック（明石市松が丘）
関小児科アレルギー科クリニック（明石市大久保町） ていクリニック（明石市大久保町）
こんどう泌尿器科クリニック（垂水区東舞子町） のじまバスキュラーアクセスクリニック（西区糀台）
みやした眼科（明石市西明石南町） 大西メディカルクリニック（稲美町国岡）
森田医院（垂水区西舞子） 塩津外科胃腸科（加古川市平岡町）
永田医院（西区持子） すずき脳神経外科・認知症クリニック（垂水区小束山本町）
しばはら整形外科スポーツ関節クリニック（明石市魚住町） やまぐちクリニック（垂水区旭が丘）
前田医院（西区前開南町） 　　　　　　（H29.4以降登録　6月30日時点）※掲載は登録順

乳がん治療について

　今年度より小児食物アレルギー負荷試験を実施しています。検査中だけではなく、検査後数
時間たってからアレルギー症状が出る可能性がありますので、原則１泊２日の入院で十分な観
察のもと検査を行っています。
　食物アレルギー負荷試験を希望される場合は、まず小児科外来へご相談（紹介）ください。
※アレルギーの重症度によっては高次医療機関での検査をおすすめすることもあります。

　乳がん治療は主に乳腺外科で実施しており、乳房温存手術を積極的に取
り入れ、ガイドラインに沿って種々の治療法を組み合わせるなど、個々の
患者さまの病状に合わせた治療に取り組んでいます。また、４月からの形
成外科開設にともない、形成外科との合同手術による乳がん術後の乳房再建術も可能となって
います。
　現在、２人の乳腺外科専門医（うち１名女性医師）が在籍しており、月～金曜まで毎日外来
診療を行っています。多くの患者さまへの対応が可能となっていますのでご紹介をお願い申し
上げます。

経営管理本部次長 菜虫 忠司

一般外科・乳腺外科 副部長
中村 憲司

小児科の時間外紹介について

小児食物アレルギー負荷試験をはじめました

小児科部長
貫名 貞之

　地域の医療機関からの紹介を受けられるよう、以下の時間帯で時間外診療
を実施しています。診察のご依頼がありましたら下記の電話番号までご連絡
ください。

　　平　日　20：30まで　　　　土曜日　9：00から正午まで
　　TEL　078-912-2323（代表）　電話交換から小児科に電話をお繋ぎいたします。

１日平均入院患者数の推移
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※医業収益と材料費の減少は、C 型肝炎にかかる高額薬品を処方する新規患者数
　が落ちつき、外来収益と薬品費が減少したことによるところが大きい。
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耳鼻科領域のCT検査について
　当科では様々な部位の撮影を行っていますが、耳鼻科領域における画像診断にはレントゲン撮影、CT検査、MRI
検査が挙げられます。今回は当院でよく行われる副鼻腔と側頭骨（中耳）のCT検査についてご紹介します。

副鼻腔
　副鼻腔には含気腔、骨、軟部組織が複雑に混在し、CTではこれらが良好な組織コントラストを示します。空間分
解能が高く、含気腔の小さな軟部組織病変や軽微な骨侵食の描出に優れるため、内視鏡手術にあたりCTは罹患部位
や副鼻腔の正常破格、副鼻腔炎に伴う合併症などを良好に示します。好酸球性副鼻腔炎、アレルギー性真菌性鼻副
鼻腔炎などにおける、罹患洞内のアレルギー性ムチンは高吸収を示します。ポリープ、嚢胞、粘膜肥厚、腫瘍など
は類似の軟部組織濃度を示します。
　0.5mmのスライス厚で撮影し、MPR処理によって作成した骨条件・軟部条件両方の横断像と冠状断像の画像を提
供しています。また眼窩部を含むため、被ばく低減に努めながら撮影を行っています。

側頭骨
　慢性中耳炎、乳様突起炎、真珠腫、先天性聴覚障害、骨折による顔面神経麻痺や中耳、内耳障害のため側頭骨CT
検査が施行されます。CTは側頭骨の骨構造、病変による骨変化を良好に示します。
　耳小骨、鼓室、蝸牛など内耳の微細な構造を評価できるように有効視野を狭め、0.5mmのスライス厚で撮影し高
解像度用の画像再構成フィルタを使用しています。その後、MPR処理によって作成した1mm厚の横断像と冠状断像
を提供しています。また、水晶体への被ばくを避けるように撮影を行っています。

　以上のようにCT検査では空間分解能に優れていることから複雑な骨構造をよく描出します。またMPR(多断面再
構成法)により任意の画像を作成できるため、疾患の診断や術前目的としてよく利用されていますので是非当院のオ
ープン検査をご活用ください。

放 射 線 科 の 検 査 紹 介

副鼻腔炎：軟部条件横断像 副鼻腔炎：骨条件横断像 副鼻腔炎：骨条件冠状断像

中耳正常例：横断像 中耳炎：横断像 中耳炎：冠状断像
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　皆さま、こんにちは♥
　副院長兼看護部長の堀口でございます。平
素は医療連携にご協力いただき深く感謝申し
上げます。
　このたびは、「地域医療連携だより」に当
院の看護部を掲載させていただけるというこ
とでとてもうれしくて ♥うきうき♥ です。
　看護部の思いや活動などをご紹介させてい
ただきたいと思います。
　私たち看護職員は「専門職として優しく信
頼される看護を提供します」という理念のも
と、急性期医療を中心にさまざまな疾患をお
持ちの患者さまとそのご家族さまに安全で安
心できる看護を提供できるように取り組んで
います。
　また、2025年には超高齢化社会が到来し
ます。そこで医療・介護サービスが地域の中
で一体的に提供されるシステムづくりが構築
されようとしています。そのような中で、当
院も急性期医療だけを行うのではなく、医療
が患者さんの生活や人生を中断することなく
住み慣れた地域で生活を続けていけるように
回復期・慢性期・在宅医療と連携を図り、市

民のための病院としての役割を果たしていく
必要性を感じています。病院の退院支援から
在宅療養が安定するまでの移行期に行う看護
ケアを患者さんと一緒に考え、地域と共有
し、患者さん１人ひとりが地域で暮らし続け
るための支えになれるように、病院の看護師
は地域のことをもっと勉強し理解しなければ
なりません。そのために会議や研修会にも積
極的に参加し、「顔の見える関係つくり」を
行い、地域と力を合わせ患者さまのために力
を注ぎたいと思います。現在、少し問題を抱
えた患者さまの退院前後訪問を行っていま
す。退院前カンファレンスや訪問にはご同席
下さり、ご意見を頂き感謝しております。今
後も積極的に行っていきたいと思っておりま
すのでよろしくお願いいたします。
　当院には11名の認定看護師がおります。
分野は、皮膚・排泄ケア、がん化学療法、緩
和、慢性心不全、脳卒中リハビリ、救急、集
中ケア、手術、感染などです。そのほかにも
糖尿病療養指導士、透析技術認定士、呼吸療
法認定士、栄養サポートチーム専門療法士、
フットケア研修終了者など多くの専門領域の
看護師がおります。地域で必要とされる場合
は是非ご活用ください。また研修や勉強会な
ど病院で行っていますが、地域で必要があれ
ば是非参加させていただければ幸いです。
　これからも皆さまには何かとお力添えをお
願いすることも多いと思いますが、ご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

副院長 兼 看護部長

堀口 由香里

看護管理者

認定看護師
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　これからも皆さまには何かとお力添えをお
願いすることも多いと思いますが、ご支援、
ご協力をよろしくお願いいたします。

副院長 兼 看護部長

堀口 由香里

看護管理者

認定看護師



地域医療連携だより
地方独立行政法人 明石市立市民病院

地方独立行政法人明石市立市民病院  医療介護連携課
〒673-8501　明石市鷹匠町1-33
TEL（078）912-2359（直通）   FAX（078）912-2362（直通）
http://www.akashi-shiminhosp.jp/

平成29年7月
201721vol.

　第２期中期計画期間（H28.4.1～H31.3.31）の初年度で
ある平成28年度は、Ｃ型肝炎にかかる高額薬品の処方が
減少した影響により医業収益は前年度を下回ったものの、
地域包括ケア病棟の活用が、７：１一般急性期病棟の看護
必要度の確保と平均在院日数の短縮、入院診療単価の上
昇に寄与し、Ｃ型肝炎関連を除く医業収益としては前年度
の水準を維持しました。
　診療科の体制においては、平成29年１月に耳鼻咽喉科
の常勤医が着任し、入院や手術を含めた従前の診療体制
を再開しました。
　また、同月から内科に包含されていた血液内科、腎臓内
科、糖尿病内科を独立させ、専門診療科として体制を再編
するとともに、内科系診療の核となる総合内科を診療科と
して新設しました。

　管理部門についても、新たな人事評価制度並びに給与
制度がスタートしたほか、ベンチマークの有効活用やロー
コストオペレーションの実施、エネルギー自動管理システ
ムの導入など経費の節減を中心とした構造改革を推進しま
した。
　こうした取り組みの結果として、診療面は、病床稼働は
年間を通じて安定して推移し、経営面では、経常利益は２
年連続で黒字を確保し、キャッシュ（資金）についても年度
当初残高を上回ることができました。
　今年度もさらなる医療の質と患者サービスの向上、そし
て安定した経営基盤の確立に努めますので、変わらぬお力
添えを賜りますよう、よろしくお願いいたします。

平成28年度病院事業の実績について

　６月29日（木）午後６時より、ホテルキャッスルプラザにて第６回地域医療連携フォー
ラムを開催しました。当日は、地域医療機関の先生方をはじめ180名を超える多数のご
参加をいただきました。
　藤本理事長による挨拶の後、まずは外科の小泉医長より当院における最新の胃癌・大
腸癌に対する腹腔鏡手術の現状と症例数の増加を報告しました。さらに本年４月より導
入され、多くの症例で実施されている腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術や小さい１つの創
で手術を行う単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を手術動画を供覧しながら解説しました。また、
今年１月より常勤医体制を再開した耳鼻咽喉科からは長谷川副部長より耳鼻領域におけ

る手術を中心に、腎臓内科からは丹田副部長よりIgA腎症治療について、心療内科からは
忠井部長より認知症診断と治療について、それぞれ当院の診療の特色を紹介させていただ
きました。また、医療介護連携課からは地域医療の充実を目指した取り組みとしてケアマ
ネージャー向けの研修会の活動実績等も発表しました。
　今回のフォーラムを通じて域医療機関の先生方へ当院で行う医療を紹介し、情報交換を
密に行うなど、顔の見える交流を図ることができたと思います。厚くお礼申し上げますと
ともに、今後も変わらぬご支援を賜りますようお願いいたします。

第６回明石市立市民病院地域医療連携フォーラムを開催しました

登録医に登録されました！
こじま肛門外科（明石市本町） さかねクリニック（明石市松が丘）
関小児科アレルギー科クリニック（明石市大久保町） ていクリニック（明石市大久保町）
こんどう泌尿器科クリニック（垂水区東舞子町） のじまバスキュラーアクセスクリニック（西区糀台）
みやした眼科（明石市西明石南町） 大西メディカルクリニック（稲美町国岡）
森田医院（垂水区西舞子） 塩津外科胃腸科（加古川市平岡町）
永田医院（西区持子） すずき脳神経外科・認知症クリニック（垂水区小束山本町）
しばはら整形外科スポーツ関節クリニック（明石市魚住町） やまぐちクリニック（垂水区旭が丘）
前田医院（西区前開南町） 　　　　　　（H29.4以降登録　6月30日時点）※掲載は登録順

乳がん治療について

　今年度より小児食物アレルギー負荷試験を実施しています。検査中だけではなく、検査後数
時間たってからアレルギー症状が出る可能性がありますので、原則１泊２日の入院で十分な観
察のもと検査を行っています。
　食物アレルギー負荷試験を希望される場合は、まず小児科外来へご相談（紹介）ください。
※アレルギーの重症度によっては高次医療機関での検査をおすすめすることもあります。

　乳がん治療は主に乳腺外科で実施しており、乳房温存手術を積極的に取
り入れ、ガイドラインに沿って種々の治療法を組み合わせるなど、個々の
患者さまの病状に合わせた治療に取り組んでいます。また、４月からの形
成外科開設にともない、形成外科との合同手術による乳がん術後の乳房再建術も可能となって
います。
　現在、２人の乳腺外科専門医（うち１名女性医師）が在籍しており、月～金曜まで毎日外来
診療を行っています。多くの患者さまへの対応が可能となっていますのでご紹介をお願い申し
上げます。

経営管理本部次長 菜虫 忠司

一般外科・乳腺外科 副部長
中村 憲司

小児科の時間外紹介について

小児食物アレルギー負荷試験をはじめました

小児科部長
貫名 貞之

　地域の医療機関からの紹介を受けられるよう、以下の時間帯で時間外診療
を実施しています。診察のご依頼がありましたら下記の電話番号までご連絡
ください。

　　平　日　20：30まで　　　　土曜日　9：00から正午まで
　　TEL　078-912-2323（代表）　電話交換から小児科に電話をお繋ぎいたします。

１日平均入院患者数の推移
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平成26年度217.5人

平成27年度243.9人

平成28年度247.4人

※医業収益と材料費の減少は、C 型肝炎にかかる高額薬品を処方する新規患者数
　が落ちつき、外来収益と薬品費が減少したことによるところが大きい。

当期純利益対前年度比較
項　目

医業収益
運営費負担金収益
資産見返物品受贈額戻入
計（上記以外を含む）

7,076
1,183

212
8,586
4,211
1,946
1,421
8,281

305

1,130

6,866
1,082

172
8,224
4,121
1,785
1,328
7,898

326

1,221

▲210
▲101

▲40
▲362

▲90
▲161

▲93
▲383

21

91

当期純利益

資金期末残高

給与費
材料費
経費
計（上記以外を含む）

収
　益

費
　用

H27年度 H28年度 差引

（単位：百万円）


